物故者合同追悼会を開催（１０/２０）
常議員会を開催。新会員加入の承認及び議
員代表者の変更を報告。元気な店舗コンクー
ル受賞の「料亭 菊水」平松氏が卓話。
（10/25）

10 月 20 日、創立 100 周年記念事業として、こ
の 10 年に物故された議員経験者ら 25 の霊位を、
ご遺族とともに偲ぶ物故者合同追悼会を妙興報
恩禅寺本堂で開催しました。
当日は、豊島会頭をはじめ議員、遺族らが参列。
豊島会頭は追悼の辞で｢この永い歴史と伝統の陰
には物故された幾多の先人各位の並々ならぬご
尽力に負うところが大きく、敬服してやまず、次
の 100 年に向けて新たな気持ちで一丸となって尽
力する｣と述べたほか、遺族代表として西岡副会
頭が答礼を行いました。

▲挨拶をする豊島会頭

10 月 25 日、一宮商工会議所 3 階大ホールにて
常議員会を開催しました。新会員加入の承認の後、
①議員代表者の変更、②「一宮だいだいフェスタ
大集合 for Halloween2021」について、③「物故
者合同追悼会」について、④「写真で見る一宮い
ま・むかし」について、⑤「一宮イルミネーショ
ン事業」について、⑥「第 5 回一宮まちゼミ」に

▲物故者合同追悼会の様子

ついて、それぞれ報告しました。
100 周年記念事業の報告では、10 月 20 日の「物
故者合同追悼会」や「写真で見る一宮いま・むか

次世代産業振興委員会を開催（9/3０）

し」の展示会について開催報告を行い、秋に開催
される各種事業についても、コロナ禍を踏まえ、

9 月 30 日、4 階小ホールにて第 3 回次世代産業振

感染リスクを抑えた開催方法を模索しつつ、事業

興委員会（委員長：青木俊憲）を開催しました。

を実施している事が報告されました。

当日は、委員、オブザーバー、専門家合わせて 21

その後の卓話では、第 4 回元気な店舗コンクー

名が出席。8 月 25 日に開催されたジュニアスタート

ルで「市長賞」を受賞した「料亭 菊水」の平松千

アッププログラム 2021 の開催報告と 12 月 5 日開催

直氏を講師に招き「コロナ禍における料亭・菊水

予定のスタートアッププログラム 2021 の審査員・

の取組み」についてお話をいただきました。平松

コメンテーターの確定や、コンテストの進行につい

氏は料亭菊水の歴史と、ご自身の経歴から得た気

ての確認など、開催要綱について協議を行いました。

付きと成果をまとめ、現在特に力を入れている企
画立案と広報手段の拡充について説明を行いま
した。特に実施したイベントに対して正しく分析
を行い、次の企画につなげていくことが重要と考
え、コロナ禍においても挑戦を続ける新しい料亭
菊水の在り方について話をしました。
■議員代表者の変更

（敬称略）

事業所名

旧

新

株式会社中日総合ｻｰﾋﾞｽ

菅原芳治

島 直之

▲挨拶をする青木委員長
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一宮だいだいフェスタ大集合 for Halloween 2021
トリックアートフォトスポットや市内保育園等への
お菓子配りを実施しました！
いちのみや秋まつり実行委員会(委員長：鈴木 洋志)は 10 月を通じて「一宮だいだいフェスタ大
集合 for Halloween 2021」を開催しました。
だいだいフェスタは今年度で８回目の開催となる
イベントであり、お祭りが多い「秋」において、各
地域のお祭りを合同で盛り上げていくことがコンセ
プトとなっており、市内では夏の七夕まつりに続く
イベントとして注目を集めています。
昨年度は新型コロナウイルス感染症の関係で縮小
開催となりましたが、今年度においては、手指消毒
の徹底・三密回避・入場者の管理等、感染対策を十

△オープニングセレモニーの様子

分に実施した上で開催する運びとなりました。
今年度のだいだいフェスタでは一部中止となった
イベントもありましたが、１１団体１５イベントが
開催されました。
いちのみや秋まつり実行委員会主催イベント
「一宮商工会議所１００周年記念事業 138HALLOWEEN
コスプレダンスコンテスト」については、リアルイベ
ントを中止し動画によるコンテストに変更しました。
10 月 17 日(日)・24 日(日)・30 日(土)・31 日(日)
には、尾張一宮駅前ビル(i-ビル)3 階シビックテラスや、

△ダンスコンテストの動画撮影の様子
ダンスの様子はこちら
からご覧いただけます

本町通りのオリナス一宮前などでトリックアートフォト
スポットを実施したほか、
「一宮商工会議所 100 周年記
念事業 木曽川高校製作 アートフォトスポット」を実施
しました。
また、いちのみや秋まつり実行委員会メンバーをはじ
め、いちい信用金庫、尾西信用金庫の協力を頂き、市内
の保育園・幼稚園等 119 カ所にお菓子を約 12,000 袋プレ
ゼントし、コロナ禍ではありましたが、子供たちにハロ
ウィンを感じてもらいました。

△賑わうフォトスポット

△お菓子プレゼントの様子
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問合せ：一宮モーニング協議会
0586-72-4611

一宮商工会議所創立 100 周年記念

テイクアウトモーニンググランプリハイブリッドを開催しました！
10 月 10 日、一宮モーニング協議会（会長：森 隆彦）は
尾張一宮駅前ビル（i-ビル）3 階シビックテラスにて、一宮
商工会議所創立 100 周年記念事業としてテイクアウトモー
ニンググランプリハイブリッドを開催しました。このイベ
ントは、
「テイクアウト」に特化したモーニングのグランプ
リを決定するもので、市内の 5 店舗の喫茶店が参加し、開催
されました。当日は天候にも恵まれ、会場には多くの方に来
場いただきました。
今回は、審査員、来場者の投票に加え、初の試みとして、
WEB による投票も行われ、栄えあるグランプリは「モーニン

△森会長のご発声

グぶランチセット」を販売した「JA 愛知西産直広場南小渕
店パン工房 おこめのパン屋さん」が受賞しました。
優勝

JA 愛知西産直広場南小渕店パン工房
おこめのパン屋さん

準優勝

café merneige

敢闘賞

COCORO CAFE
オリーヴの木

△JA 愛知西産直広場南小渕店パン工房

BENS MORNING CAFE

おこめのパン屋さん

c
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一宮コスチュームタウンプロジェクト

問合せ：一宮コスチュームタウンプロジェクト
0586-72-4611

一宮だいだいフェスタ大集合 for Halloween 2021
一宮商工会議所創立 100 周年記念
一宮コスプレ REAL・LIVE ランウェイ＆声優 古川登志夫トークステージ
を開催しました！
10 月 23 日、一宮コスチュームタウン推進委員会（委
員長：滝 善藏）は、尾張一宮駅前ビル(i-ビル)7 階シ
ビックホールで、「一宮コスプレ REAL・LIVE ランウェイ
＆古川登志夫トークステージ」を開催しました。当日は
2 部構成で、第 1 部は、数々の人気アニメで人気キャラ
クターを演じられている声優の古川登志夫氏によるトー
クショー、第 2 部は、「一宮コスチュームタウン構想事
業」初の試みとして、8 組のコスプレイヤーがランウェ

△滝委員長のご挨拶

イ上でパフォーマンスを行いました。
当日は多くの来場者を迎え、古川登志夫さん、コスプ
レランウェイのイベントを楽しんでいただきました。ま
た、多くの方にイベントを楽しんで頂くことを目的に、
一定期間のアーカイブ配信も行っています。詳細は、公
式 Web サイト（QR コード）をご覧下さい。
△参加したコスプレイヤーの皆様
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消費税インボイス制度の
登録申請の受付が開始されました
令和 5 年 10 月 1 日から、消費税のインボイス
制度（適格請求書等保存方式）が導入されます。
これに伴い、令和 3 年 10 月 1 日から、インボ
イス制度登録申請の受付が開始されました。

電子帳簿保存法の改正について
電子取引はデータ保存が義務化されます
令和 4 年 1 月 1 日から電子帳簿保存法では、
メールなど電子取引における電子データの保存
（電子保存）が義務化されます。
※電子取引については、書面等を保存する措置は
廃止されます。

◆インボイス制度とは
売手が買手に対して正確な適用税率や消費税
額等を伝えるために導入されるものです。
※適格請求書（インボイス）を交付する事業者
となるには、事前に登録申請が必要です！
◆登録申請方法
①事業者の納税地を所轄する税務署長に対し
て登録申請書を提出
②e-Tax による登録申請手続

◆「電子取引」とは
注文書、契約書、送り状、領収書、見積書等の
授受を電磁的方式により行う取引をいいます。
(例)EDI 取引、インターネット等による取引、
電子メールにより取引情報を授受する取引
（添付ファイルによる場合を含みます。
）など
◆電子取引に係る保存方法
①請求書データ（PDF）のファイル名に、規則性を
もって内容を表示する。
または、請求書等のデータを検索できる索引簿
を作成する。
②「取引の相手先」や「各月」など任意のフォルダ
に格納して保存する。

問合せ：消費税軽減税率
・インボイス制度電話相談センター
☎：0120-205-553 9 時～17 時（平日のみ）

労働保険事務組合
事務委託について

◆電子取引の保存要件
（いずれかの条件を満たす必要があります）
⑴ タイムスタンプが付与されたデータを受領
⑵ 速やかにタイムスタンプを付与
⑶ データの訂正削除を行った場合にその記録が
残るシステム又は訂正削除ができないシステ
ムを利用
⑷ 訂正削除の防止に関する事務処理規程を策
定、運用、備付け。また、事後的な確認のため、
検索できるような状態で保存することや、デ
ィスプレイ等の備付けも必要
国税庁 HP

本所では、労働保険の加入から保険料の申告納
付までの事務手続きを、事業主より委託を受けて
代行しています（一人親方を除く）。ご興味のあ
る事業所様、ご不明点やご不安な点をご相談した
い方は、お気軽にご連絡ください。
◆労働保険とは
『労災保険（労働者災害補償保険）
』と『雇用保
険』の総称です。法人・個人問わず事業主の方
は、正社員、パート、アルバイトといった雇用
形態に関わらず、一人でも労働者を雇ったら労
働保険に加入する義務があります。
労働保険事務組合に委託すると...
◆事務組合が一括して事務処理をしますので事
業主の負担が軽減されます。(事務委託できる
範囲が決まっております。詳しくはお問い合わ
せください。)
◆労働保険料を金額にかかわらず年３回に分割
納付することができます。
◆通常は加入できない事業主及び家族従事者や
役員も労災保険に加入することができます。
（一人親方を除く。
）

法改正について

令和 3 年 10 月 1 日より
愛知県の最低賃金が改定されました！
時給９５５円（２８円ＵＰ）

問合せ：労働保険事務組合担当 小川
☎：72-4611
E-Mail：cogawa@ichinomiya-cci.or.jp

詳しくは、愛知労働局 HP をご覧ください。
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「愛知県感染防止対策協力金」について
①《8 月 27 日～9 月 30 日実施分》
②《10 月 1 日～10 月 17 日実施分》

事前予約が必要です。
問合せ：協力金コールセンター
☎：052-228-7310

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県

9 時～17 時（土･日･祝含む）

の休業要請・営業時間短縮要請に応じて休業又は
営業時間の短縮を実施した事業者に対し、愛知県

一宮商工会議所就職情報サイト
「ichi Job」掲載企業募集！

感染防止対策協力金が交付されます。
※実施時期により要件等が変わります。
対象エリア（①②共通）
：愛知県内全域

地元に特化した就職情報サイト「ichi Job]
に採用情報を掲載しませんか？

営業時間の短縮等：
《①について》

同サイトでは、掲載内容の自由な編集をはじ

◯休業（酒類・ｶﾗｵｹ設備を提供する施設等）

め Google マップや YouTube との連携も可能で

◯営業時間短縮 5 時～20 時

す。様々な形で御社の人材確保を支援します。

《②について》
掲載費用：会員事業所

○営業時間短縮 5 時～21 時(あいスタ認証店)
5 時～20 時(あいスタ非認証店)

1 万円(税込･年額)

非会員事業所 3 万円(税込･年額)
掲載期間：令和 4 年 2 月 28 日まで

支給額（1 店舗 1 日あたり）：
《①について》

※毎年 3 月に更新

◯中小企業 売上高に応じて 4～10 万円

申込方法：
「ichi Job」サイトより申し込み

◯大企業 売上高減少額の 4 割(最大 20 万円）

問合せ先：中小企業相談所

◯カラオケ店 一律 2 万円

☎72-4611

《②について》
○中小企業 売上高に応じて 2.5～7.5 万円
○大企業 売上高減少額の 4 割(最大 20 万円)
対象事業者：
休業要請(①のみ)・営業時間短縮要請を受けた
飲食店等を運営する事業者（大企業も含む）
申請期限：
《①について》11 月 19 日(金）まで
《②について》12 月 13 日(月) まで
（郵送の場合は、ともに当日消印有効）
【申請サポート窓口】
（公財）一宮地場産業ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ
（①は毎週月・火、②は毎週月・水に開催）
※協力金コールセンターへ 2 営業日前までに

（愛知県信用保証協会・広告）
天地：60mm×左右 170mm
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～企業理念「想いを結び共に歩む」～
「経営者と社員が、互いに心を開き、自分や相手と向き合い、自分の創りたい未来に向かって、互い
に応援し合いながら、共に幸せになる会社を創りたい」という経営者の役に立ちたいと、社員育成サポ
ートやコミュニケーション研修を行う「サニー・ウエイ」代表の伊藤三枝子さんに話を伺いました。
■「向き合い方コーチ」として社員育成のサポート
「向き合い方コーチ」として地元企業や各種団
体にてコミュニケーション研修や企業現場での社
員育成のサポートなどを行っています。起業時は
「母と子のコーチング講座」の子育てサポートか
らスタートしました。
「つい感情的に怒ってしまう」
「人間関係を円滑にするにはどうしたらいいか分
からない」などの悩みに対して「相手のやる気を
引き出す」
「よい人間関係をつくる」ということに

になり９年目になります。現在は 「心つながる筆

効果的なコミュニケーションの技法
「コーチング」

文字ライフ」を提唱し、カルチャー教室、各種セ

を業務のベースにしているのが特徴です。

ミナ―を開催しています。また、企業さまにて筆

■自身の経験からの願いをもとに、コミュニケ

文字研修を行い「社内のコミュニケーションが活

ーション研修の講師として起業

発になった」
「顧客への営業ハガキで喜んでいただ

生まれも育ちも一宮市。父

けます」などうれしい声をいただいています。

親は広告看板の会社を経営し

■今後の夢について

ていました。毎年一宮七夕ま

「会社組織においてもプライぺートにおいて

つりが近づくと家族総出で七

も、よい人間関係にとって最も大切なのは『自分

夕飾りを作りました。母の病

との向き合い方』『人との向き方』それを土台と

気が転機となり、短大卒業後

した『良質なコミュニケーション』であり、それ

は父親の会社にて、総務・経 ▲代表の伊藤三枝子氏

は、すべての人の幸せにとってなくてはならない

理を担当していました。父が他界した後、M＆A に

もの」と話します。
「自分の創りたい未来に向か

より事業承継しました。父の会社が完全に手から

って、互いに応援しながら、互いの幸せを願いな

離れた時、それまでの自分の人生を振り返り「自

がら、それぞれの人生を歩んでいく。そんな社会

分の本当にやりたい仕事は何か？」
「自分の願いは

になるために役に立ちたいと願っている」と話し

何か？」と自分に問いました。自分自身も含めす

ます。今後は、企業内で人の話を聴く力の高い

べての人に「自分の手で自分の未来を切り開く力

『社内コーチ』の育成、また企業様での筆文字コ

を高めてほしい」という願いを持ち「そのサポー

ミュニケーション研修に力を注いでいきます。

トをする仕事をしたい」と、父の会社にいるころ
から学び続けていたコーチングの技術を活かし、
コミュニケーション研修の講師として独立するこ
とを決意しました。まだ幼かった子どもに対して
も、がんばる母の背中を見せたいと強く思いまし
た。
▲企業向け「伝筆」講座の様子（㈱グリュック様にて）

■「伝筆（つてふで）
」との出会い
伝筆（つてふで）は、筆ペンを使って描く筆文

代表者：伊藤三枝子 設 立：平成 22 年 11 月
所在地：一宮市富士 3-5-20
T E L：080-5133-5177 F A X：0586-72-8902
業 種：企業向けコミュニケーション研修、社内コーチ
育成、筆文字コミュニケーション研修
H
P：https://sw-coach.com
https://www.fudemoji-life.jp

字コミュニケーションです。年齢や職業など関係
なく誰でも気軽に描くことができ、プライベート
からビジネスまで活用範囲はとても広い筆文字で
す。コーチングの師匠である女性経営者が、筆文
字の協会を立ち上げる時、自分自身も伝筆の講師
8
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会員増強キャンペーン実施中です
本所では、現在会員増強キャンペーンを実施し
ております。経営相談や交流・人脈形成、また現
在のコロナ支援策の相談窓口など、厳しい経営環

「一宮アニバーサリーイルミネーショ
ン 2021」開催中です！

境のときこそ、お困りごとは商工会議所にご相談

一宮イルミネーション協議会（会長：梯國

この機会に皆様のお取引先やお知り合いの方

彦）による「一宮アニバーサリーイルミネー

でまだご入会いただいていない方がおられまし

ション 2021」が開催中です。

たら、是非ご紹介ください。

ください。

7 回目を迎える今年は、一宮商工会議所・
一宮市が共に 100 周年を迎えるにあたり、ロ

期間：令和 3 年 12 月 31 日（金）まで

ータリーのメインオブジェに加え、東口には

問合せ：総務部

☎：72-4611

音楽に合わせた光が演出される「ジュエルゲ

所報チラシ同封サービスのご案内

ート」
、西口には「ウッドツリー」を新設し、
新たな装飾で楽しみあふれる一宮のイルミ

会員限定サービスとして、毎月 10 日に発行す

ネーションを表現しています。是非現地でお

る「所報」に商品紹介やイベント案内などの PR チ

楽しみください。

ラシを同封するサービスを行っています。単独 DM
より開封率も高く、好評をいただいています。
是非ご利用ください。

会期：11 月 3 日（水・祝）
～令和 4 年 1 月 10 日（月・祝）
点灯時間：17 時～22 時
※時期により変更の場合あり

種類

大きさ

料金（税込）

チラシ

A4 (１枚)

55,000 円

A3 2 つ折（1 枚）

77,000 円

場所：一宮駅周辺

パンフレット

（東口・西口・銀座通り・ロータリー）

110,000 円

（１部・30g まで）
問合せ：企画事業部 ☎：72-4611

～ご入会ありがとうございました～
事 業 所 名
イスズ企画
犬の車椅子
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所属部会名
土 木 建 設 部 会

プラスワン

機 械 工 業 部 会

KM テクニカ（株）

機 械 工 業 部 会

（株）BelAir Japan

金 融 ・ 理 財 部 会

BONDS property（株）

金 融 ・ 理 財 部 会

糸川中小企業診断士事務所

文化・サービス部会

岩本中小企業診断士事務所

文化・サービス部会

（株）SOARE

文化・サービス部会

マルキ

文化・サービス部会

リズムワークス

文化・サービス部会

11 月 11 日（水）

次世代産業振興委員会

11 月 24 日（水）

正副会頭会議・常議員会

12 月 5 日（日）

スタートアッププログラム 2021

12 月 8 日（水）

議員ゴルフ会

12 月 12 日（日）

一宮よしもとふるさと劇団＆お笑いライブ

12 月 27 日（月）

正副会頭会議・常議員会・臨時議員総会
※掲載情報は、10 月 28 日現在のものです。
※新型コロナウイルス感染症の状況によりイベント内容を見直しする場合があります。

あいち旅 e マネーキャンペーン
「地域ポイント店」加盟事業者募集につ
いて

令和 3 年度中部経済産業局における
経験値活用型サポート人材確保事業につい
て

愛知県では、新型コロナウイルス感染症によ

一般社団法人中部産業連盟では、中部経済産業

り大きな影響を受けている観光事業者を支援

局からの委託事業として、経営課題を抱える地域

するため、県民による県内旅行の促進を図る

中小企業・小規模事業者と特定の分野において高

「あいち旅 e マネーキャンペーン」を実施しま

い経験値と知識を有する人材（サポート人材）と

す。

をマッチングさせる「サポート人材事業」を実施

本キャンペーンは、旅行者に対して、旅行代

しています。ここでご紹介するサポート人材は、

金の 1/2 相当額分（上限 5,000 円）と旅行期間

概ね 40 歳以上（十分な経験値を持つ）で、正社員

中の「地域ポイント店」
（本キャンペーン呼称）

としてではなく、外部人材として実施することを

でのお支払い分（上限 2,000 円）を旅行後に電

前提にしており、個々の課題解決にむけた効果的

子マネー等で還元する事業です。

かつ多様な働き方を推奨しています。

加盟事業者としての登録申請は公式 HP より

令和 3 年 12 月 16 日には、中小企業とサポート
人材との複数企業の参加により面談会(交流会)の

申し込みください。

開催が予定されています。
問合せ：（一社）中部産業連盟 人材サービス部
電話番号：052-931-3189

ケーブルテレビ ICC からのお知らせ

デジタル活用支援に向けて、ICC で「スマホ教室」を開催しています！
講師：総務省認定 デジタル活用支援員一宮スマホ倶楽部 川合さん

定員 10 名

11 月 23 日（火・祝）

11 月 27 日(土）

10：30～

スマホの基礎講座

キャッシュレス初めてのスマホ決済

13：30～

LINE 入門講座

動画アプリ講座

※満席になり次第締切させていただきます。
予告

12 月は「キャッシュレス体験型講座」

【申込先】
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